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概要 ＥＡ (600 字～800 字程度にまとめてください。) 
 
 近年、強誘電性と(反)強磁性とを併せ持つような物質群であるマルチフェロイックスが注目を集めている。これは電
場によってスピンを、磁場によって電気分極を制御することが可能になるというクロス相関が期待されているためであ
る。しかしながら、強誘電性と強磁性を併せ持つような物質は非常に数が少なく、その多くは極低温においてのみその
ような物性を示すことが現状であった。これは強誘電性を強磁性とが相異なる電子状態を好むためであった。(d0 問題)
そこで、本研究では、この d0 問題の制約をうけないことが期待される希土類酸化物系に着目をし、研究を行っ
てきた。これまで希土類酸化物系では Mn 系における研究が先行していた。しかしながら、ごく近年、Fe 系にお
いても薄膜化もしくはナノ粒子にすることにより Mn 系と同じような現象を示すことが報告されている。そこで、
本研究ではパルスレーザー堆積法(PLD 法)を用いて、YSZ 単結晶上に RFeO3, RMnO3を交互に堆積させるこ
とで超格子構造を実現させ、その物性の評価を行ってきた。これまでに申請者らが育成を行った経験があるこ
とから、対象としては R = Yb, Ho を選んだ。同時に、混晶系の場合との比較を行うため、R(Fe,Mn)O3 薄膜の
作成も行った。これは超格子構造においては界面の影響から、混晶系では得られないような特性がこれまで
にも多く報告されているためである。YbFeO3 に関しては X 線回折測定からも半値幅の鋭い良質な hexagonal
構造を持つ薄膜の成膜に成功していることがわかった。その一方で、HoFeO3 は成膜条件が非常に難しく、温
度や圧力が最適条件から僅かにずれることで容易に orthorhombic 構造をもつペロブスカイト型構造が成長し
てしまうことがわかった。HoFeO3 薄膜に関しては成膜条件の最適化を行うことでこれまでに単一の hexagonal
構造の成膜に成功している。また、YbFeO3/YbMnO3 超格子薄膜, Yb(Fe,Mn)O3 薄膜に関しては Mn 濃度が
30%以下の領域においては hexagonal 構造として比較的安定に成膜することが可能であることがわかった。現
在は、これらの薄膜の物性測定を開始している段階である。特に、磁気特性に関する測定を SQUID 装置を用
いて行っている。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
Materials which possess more than one ferroic are known as the multiferroics and have been of particular interest recently. 
Among them, the coexistence of ferroelectricity and (anti)ferromagnetism is promising because it has a great possibility to 
realize a four-state memory due to the cross correlation. However, the number of multiferroics is quite limited and most of 
them exhibit their properties at very low temperature. This is because most ferroelectrics require empty d orbital which 
contradicts the demand of ferromagnetism (d0-ness problem). Thus we focus on rare earth oxides which are expected to 
show multiferroic properties without this restriction. Recently, it was reported that REFeO3 shows the same properties 
with REMnO3 when it becomes thin film or nano particle forms. 
In this study, pulsed laser deposition technique is used to realize superlattice structure of (REFeO3/REMnO3) thin 
films on YSZ substrate. We selected Yb and Ho ions as the rare earth since we have already succeeded to fabricate 
these thin films. It is known that the superlattice thin film exhibits remarkable properties because of the coupling 
effects at the interface. Therefore we also fabricated RE(Fe, Mn)O3 mixed thin film and compared these properties. 
By using XRD, we confirmed that hexagonal YbFeO3 thin films with narrow FWHMs are successfully obtained by 
PLD method. HoFeO3 thin films are more difficult to stabilize as hexagonal structure and orthorhombic perovskite is 
also stabilized as a secondary phase. Finally, the suitable condition for hexagonal HoFeO3 thin film was obtained. 
We are now on the process to measure the physical properties of these thin films especially the magnetic property by 
using SQUID.  

 


